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ミンダナオコンテナ埠頭建設事業 

 

評価者：三菱総合研究所/専修大学 

小林 守 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       事業位置         本事業により建設されたコンテナ埠頭 

 

1.1 事業の背景 

ミンダナオ島の経済発展を促進するための輸送インフラの整備はフィリピン政府の

重要課題である。そのなかで、北部ミンダナオ地域の主要港であるカガヤンデオロ港

は周辺の農工業拠点をマニラやセブ等の大都市圏やアジア主要国の需要地と結ぶ上で

輸送戦略上、重要な立地条件を備えている。しかしながら、同港は本事業完成前の時

点でその稼働率が 100％（埠頭占有率 100％）に迫る状況となっており、船舶の沖待ち

時間が長期化し、効率が低下しているとともに、同港は客船との共通港であるため、

混雑に著しく拍車がかかっていた。加えて同港は旧市街地に立地するため、道幅が狭

く、混雑しており、工場や原材料が運ばれてくる他地域からのトラック輸送において

も時間がかかっていた。 

このように本事業の対象地域である北ミンダナオ地域では港湾設備を含めた物流イ

ンフラ整備は全般的に整備が必要な状況にあり、同地域の物資の輸送に支障をきたし

ていたため、カガヤンデオロ市の近郊に新たなコンテナ埠頭をもつ港湾の新設が不可

欠となっていた。 

本事業の実施により、近郊の最適な立地を選定し、新たなコンテナターミナルの整

備を通じて円滑な物流を推進することで、北部ミンダナオ島の輸送インフラの改善と

地域の経済発展を図ることが必須であった。 

 

 

 

事業サイト 
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1.2 事業概要 

フィリピンのミンダナオ島北西部に位置するフィビデック工業団地内においてコンテ

ナターミナルを建設することにより、同地域と周辺地域の調和ある集荷と物流の活発化

を図り、もって地域経済の発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 8,266百万円 ／ 8,265百万円 

交換公文締結／借款契

約調印 

交換公文調印 2000年 4月  

借款契約調印 2000年 4月 

借款契約条件 本体 

金利：1.0 %（特別円借款金利）  

返済期間：40 年 (うち据え置き期間 10 年) 

調達条件：二国間タイド 

コンサルティング・サービス 

金利：0.75%（特別環境案件金利）  

返済期間：40 年 (うち据え置き期間 10年) 

調達条件：LDCアンタイド 

借入人実施機関 フィリピン共和国政府／フィビデック（PHIVIDEC）工業

庁（PIA） 

貸付完了 2007年 9月 

本体契約 川崎製鉄（日本）／ 三菱商事（日本）／ 東洋建設（日本）

コンサルタント契約 Basic Technology and Management Corporation（フィリピン）

/ Cebu Engineering and Development Corporation INC.（フィ

リピン）/ Technosphere Consultants Group INC.（フィリピ

ン）/ 国際臨海開発研究センター（日本）/ パシフィック・

コンサルタンツ・インターナショナル（日本）（JV） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ

ｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等（if any） 

SAPI（2008年） 

関連事業（if any） 特になし 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 小林 守（三菱総合研究所/専修大学） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2010年 5月～2011年 2月 

現地調査期間：2010年 8月 2日～8月 18日、2010年 11月 16日～11月 26日 
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2.3 評価の制約 

本事業は既存のカガヤンデオロ港の混雑を解消し、対象地域の円滑な物流を推進し、

輸送インフラ状況の改善と経済発展を図るために実施されたものであるため、本事業

完成・操業後のカガヤンデオロ港との比較を行うことが最良であることから、同港の

混雑状況も詳細なデータとして入手する必要があった。しかしながら、PIA を通じた

要請にもかかわらず、文書化された詳細データは入手できなかった。そのため、本調

査報告書におけるカガヤンデオロ港の稼働率や過去の貨物取扱量についての記述は詳

細なものになっていない部分がある。 

 

3．評価結果（レーティング：A） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査当時のフィリピン政府「フィリピン中期開発計画（MTPDP、1999-2004）」は、

「社会的公平を伴った持続可能な発展及び成長」を目標に掲げ、その下で港湾を含む

インフラ開発が中心課題の一つとして取り挙げられていた。この基本方針は最新の 5

ヵ年計画である「フィリピン中期開発計画（MTPDP、2005-2010）」でも変わっておら

ず、2010年 7月に発足した新政権もこの政策を継続している。なお、港湾整備におい

ては民間資本や民間企業による建設や運営を推進することに重点が置かれるようにな

っている。このように、本事業は、計画時及び事後評価時において、フィリピン政府

の開発政策上の整合性が保たれている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の対象地域である北ミンダナオ地域では港湾設備を含めたインフラ整備は全

般的に整備が必要な状況にあり、同地域の物流に支障をきたしていた。特に、計画時

においては同地域の主要港であるカガヤンデオロ港においては、埠頭占有率は 100％

に迫る状況となっており、港湾の拡大や新たな港湾の新設を通じた混雑緩和及び増加

する貨物量への対応が不可欠となっていた。本事業により、新たなコンテナターミナ

ルの整備を通じて円滑な物流を推進することで、北部ミンダナオ島の輸送インフラの

改善と地域の経済発展を図ることが大きなニーズとして存在していた。 

本事業の実施を受けて、現在では、カガヤンデオロ港の混雑度は効率化が実現でき

る水準に低下しつつあり、当初想定したとおりのような港湾物流の円滑化が実現しつ

つある。また、コンテナ輸送を主とする荷主（デルモンテ社、ネスレ社の製造業者）

がミンダナオコンテナターミナルの利用を拡大させており、計画時のニーズは満たさ

れたものの、評価時においても同ニーズは引き続き存在している。 

以上のように当初、対応しようとした開発ニーズに的確に対応できており、同種の

ニーズはますます大きくなっている。その意味で、整合的である。 
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3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査当時における日本のフィリピン国別援助計画(2000 年 8 月)において、港湾を含

む経済インフラ整備が重点分野の一つとして掲げられているように、同国が依然とし

てアジア通貨危機の負の影響から経済成長回復のための支援を必要としていること、

同国は多くの貧困層を抱える国であり、援助需要が大きいこと、また、貧困撲滅は同

国政府において重点政策の一つであること等を踏まえて援助を実施することが示され

ていた。この中でも特に港湾整備を含む経済インフラ整備が対フィリピン重点支援分

野として位置付けられていた。 

本事業は対象地域の港湾インフラストラクチャーの整備により地域の経済発展と貧

困の削減を目指すものであり、以上のような審査当時の日本の援助政策と整合的であ

った。 

 

以上より、本事業の実施はフィリピン共和国政府の開発政策、開発ニーズ、日本の

援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：a） 

3.2.1 アウトプット 

事業のアウトプットは表 1に示すように、コンテナバース、コンテナヤードの建設

にかかわる土木工事、ガントリークレーン及びヤードクレーン等の資機材調達であっ

た。 

本事業における計画時の処理能力は 300 メートルのバース、2 基のガントリークレ

ーン、4 基のヤードクレーン（ラバータイヤガントリークレーン）により年間

250,000TEU 1の稼働能力（バース延長や追加的運搬資機材調達を行った場合は

500,000TEUまで拡張可能の仕様を備えている。）を持つと設定された。 

実績については土木工事及び主要調達資機材とも変更なしである。また、処理能力

も計画どおり年間 250,000TEU となっている。但し、実施機関の説明によれば本事業

により整えられた土木工事と運搬資機材でも最大効率で処理が進んだ場合、年間

270,000TEUの処理が可能である。 

以上のようにアウトプットにおいては、ほぼ計画通りの実績が確認できた。 

 

表 1 事業のアウトプットにおける計画と実績比較 

項目 計画 実績 

土木工事 コンテナバースの建設 

（1バース、300メートル） 

コンテナヤードの建設 

変更なし 

 

変更なし 

                                                        
1 TEU（Twenty-foot Equivalent Unit）：コンテナ貨物量を表す単位。1TEUとは、一般的に使用され

る 20フィートコンテナ 1個分を指す。 
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（70,000平方メートル） 

 

（以上の設備を前提とした本事業

において想定される年間のコンテ

ナ処理能力 250,000TEU） 

 

 

 

付属設備（関連建物等）の建設 

 

 

（以上の設備を前提とした本事業に

おける年間のコンテナ処理能力

250,000TEU、なお現時点の機材施設

においても最大効率で処理が進んだ

場合 270,000TEUまで処理可能） 

 

変更なし 

主要資機材 

 

ガントリークレーン（2基） 

ヤードクレーン(ラバータイヤガン

トリークレーン)（4基） 

コンピューター（1ロット） 

変更なし 

変更なし 

 

変更なし 

出所：現地調査及び実施機関に対する質問状回答 

 

 

図 1 本事業によるコンテナヤード 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

事業期間は、計画の 2000年 4月－2004年 9月（54ヶ月）に対して、2000年 4月－

2004年 3月（48ヶ月）で計画比 88.8％であった。 

PIA が工業団地を保有しており、それへの早期の企業誘致をはかるため、作業を促

進したことが背景にある。 

これらの結果、計画時スケジュールよりも大きく、手続き及び土木工事等の期間が

短縮された。わずかに、資機材調達・据え付け・設備及び土木工事の工程は計画期間

よりも 2ヶ月多く要したものの、全体工程としてのコンサルタント選定から資機材調

達・据付・設備及び土木工事までの作業は計画比の約 7割の期間で完了した。 
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表 2 事業期間の計画・実績比較 

項目 計画 実績 

コンサルタント選定 1999年 12月 

―2000年 11月（12ヶ月）

2000年 4月 

－2000年 6月（3ヶ月） 

詳細設計 2000年 12月 

―2001年 9月（10ヶ月）

2000年 10月 

－2001年 5月（8ヶ月） 

コントラクター選定 2001年 7月 

―2002年 9月（15ヶ月）

2002年 1月（1ヶ月） 

資機材調達・据付・

設備及び土木工事 

2002年 10月 

―2004年 9月（24ヶ月）

2002年 2月 

－2004年 3月（26ヶ月） 

メンテナンス補助 計画時記述なし 2004年 2月－2004年 3月 

（2ヶ月） 

出所：現地調査及び実施機関に対する質問状の回答 

 

このように、本事業では施設工事及び資機材調達の完了まで極めて効率のよい進捗

がみられた。 

 

3.2.2.2 事業費 

事業費については、計画では 9,729 百万円（うち円借款部分 6,266 百万円）が見積

もられていたが、実績では 9,148百万円（うち円借款部分 6,265百万円）となった（計

画比 94.0％）。競争的な入札が行われ、さらにスコープの追加がなかった結果、事業

費が計画をやや下回ったものである。 

 

表 3 事業費の計画・実績比較 

 計画 実績 

総事業費 9,729百万円 9,147百万円 

（計画比 94.0％） 

うち円借款 6,266百万円 6,265百万円 

総事業費のうち外貨 4,861百万円 6,271百万円 

総事業費のうち内貨 

（ペソ） 

4,869百万円 

（1,623百万ペソ） 

2,876百万円 

（1,245百万ペソ） 

注：審査時の円－ペソの為替レート 1ペソ＝3円（審査時 1999年 8月） 

    実績の円－ペソ為替レート １ペソ＝2.31円（実施期間 2000年 4月～2004年 3月の平均） 

 

以上のように、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 
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3.3有効性（レーティング：b） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用・効果指標 

本事業のミンダナオコンテナターミナルについては目標年の 2006 年に実現される

べき稼働率2の目標値が事前審査時には明記されていなかった。しかし、同コンテナタ

ーミナルの稼動により、既存のカガヤンデオロ港の混雑緩和として、同港の稼働率を

50-60％（2006 年）を目標としていたことから、ミンダナオコンテナターミナルにお

いても 50-60％の稼働率が目標であったと仮定できる。本事業での稼働率の計画と実

績は、表 4のとおりである。 

 

表 4 本事業稼働率（バース占有率）の対計画比 

年 

（完成予定：2004年） 

（完成年：2004年） 

2006年 

（目標年）
2007年 2008年 2009年 2010年 

完成後 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 

計画値 50-60％ 50-60％ 50-60％ 50-60％ 50-60％ 

実績値 15.0％ 32.1％ 43.6％ 47.4％ 
63.7％ 

(見込値) 

注：処理能力を年間 250,000TEUとして算出 

出所：PIA 

 

目標年である 2006 年のミンダナオコンテナターミナルの稼働率は 15％であり、

50-60％に達したのは 2010年になってからである。 

実施機関へのインタビューによると、当初から計画されていた港湾設備の完成後の

運営維持管理業務の外部業者への委託について入札を行った。この際には在フィリピ

ンの各国大使館および国内全国紙を通じて国内外の港湾運営業者へ入札の公告を行っ

たが、PIA 自体における港湾運営業者に関する情報の欠如やミンダナオコンテナター

ミナルという新港湾が果たして成功するかどうかという業界の様子見の姿勢という状

況があり、初回、第二回目ともに十分能力のある業者が応札しなかった。このため、

事業実施者である PIAは能力のある業者を選定するために再々度にわたり、競争入札

を行うことを判断した。また、この間、PIA 所有の工業団地内に立地しない荷主の貨

物も含めてミンダナオコンテナターミナルが取り扱うことの合法性について、ある国

内の貨物運営業者から訴訟を起こされていたことも、業界が入札に当初消極的であっ

た背景としてあげられる。この訴訟は最高裁が最終的にミンダナオコンテナターミナ

ルが取り扱う貨物に制限はないとの判断を下し、決着がついた。このような状況のも

とに第三回目の競争入札が行われたが、結果的に業者選定が遅れてしまったものであ

る。運営維持管理のための委託業務が開始されたのは、完成後 5年目の 2008年にずれ

                                                        
2 本事業では「稼働率」とは「バース占有率」と定義されている。 
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込んだ。 

受託業者として選定された ICTSI（International Container Terminal Services）社

は港湾を保有ないしは運営維持管理業務の受託を通じて、投資回収及び受託費を港湾

オーナーから得るビジネスを行っている企業であり、同国国内のみならず海外におい

ても活動している企業である3。仮に同社が最初から入札に参加し、より早期に本事業

の運営維持管理業務にかかわっていれば、本事業の稼働率がより早期に上昇した可能

性が十分に考えられる。同社が運営管理を開始した 2008年以降の稼働率は大幅に上昇

しているが、目標年である 2006年の実績は、当初計画を大幅に下回っている。 

現在、収益性のある国際貨物の取扱割合が増えているが、実施機関責任者へのイン

タビューによるとそれはこの委託業者の能力に依存するところも大きい。 

国際貨物の取り扱い貨物全体に占める割合は表 5のとおりである。その比率は上昇

しており、収益性の高い国際貿易の活性化を通じて、この地域の経済活性化に寄与せ

んとする本事業によるコンテナターミナルの有効性を確認できる。 

 

表 5 ミンダナオコンテナターミナルの取り扱い貨物全体に占める 

本事業の国際貨物の比率（％） 

年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 

 

国際貨物比率 

 

20％ 15％ 25％ 34％ 45％ 

出所：PIA 

 

さらに、ICTSI社に業務委託を実施した 2008年以降、ミンダナオコンテナターミナ

ルとカガヤンデオロ港の合計の貨物取扱量について検証すると、表 6に示すように、

ミンダナオコンテナターミナルにおいては 2008年から 2009年までの間に国際輸入貨

物取扱量が 3.3 倍（14,172TEU→48,009TEU）に増加し、輸出貨物取扱量が 28％

（17,165TEU→21,946TEU)増加している。なお、2008年以前の貨物取扱量に関しては、

情報を入手することができなかった。 

他方、カガヤンデオロ港は輸入貨物取扱量が 14％増（10,632TEU→12,134TEU）、輸

出貨物取扱量は 25％減（11,803TEU→8,796TEU）であり、トータルで 6.7%減になって

いる。これは本事業で運用効果指標となっているカガヤンデオロ港の混雑緩和、すな

                                                        
3 フィリピン国内でかかわった主な港湾は、マニラ国際コンテナターミナル（マニラ市：ルソン島

中部）、ミサミス・オリエンタルコンテナターミナル（カガヤンデオロ市：ミンダナオ島北部）、

ジェネラルサントス・マカール・ワーフコンテナターミナル（ジェネラルサントス市：ミンダナ

オ島南西部）、キュービ・ポイントコンテナターミナル（スービック湾自由貿易区：ミンダナオ島

北中部）、ササ国際港湾（ダバオ市：ミンダナオ島南部）などがある。また、国外では、パラウ・

マウラコンテナターミナル（ブルネイ）、ラプラタコンテナターミナル（アルゼンチン）、バツミ

港（グルジア）、ブエナベンチュラ（コロンビア）、グアヤキリ港（エクアドル）、煙台港（中国）、

タルトスコンテナターミナル（シリア）、マッカサルコンテナターミナル（インドネシア）などが

ある。 
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わち、荷降ろしのための船舶の沖待ち時間の減少が発現していることを示すものであ

る。 

実際に、目標値である稼働率も 50%～60 %に向けて、本事業建設前の混雑が生じて

船舶の沖待ち時間が生じる稼働率 100％の状態から、2009年には 68％まで下がってお

り、本事業の目的であったカガヤンデオロ港の混雑は緩和されていると判断できる。 

なお、両港によって処理されているコンテナ貨物の合計は 63,772TEU(2008 年)から

68,939TEU（2009年）と 8.1％も増加していることから、本事業の実施により、カガヤ

ンデオロ港の混雑緩和の実現のみならず、本事業で目指した対象地域の港湾物流量の

拡大としての効果も十分に発現していると判断できる。このように、目標年であった

2006年の数値は計画を大幅に下回っていたが、外部委託による運営維持管理が開始さ

れた以降は、大幅に状況が改善されている。 

 

表 6：カガヤンデオロ港、ミンダナオコンテナ港（本事業）の国際貿易取扱量 

2008年 2009年 
国際貿易

取扱 
カガヤン

デオロ港 

ミンダナオ

コンテナ港
計 

カガヤン

デオロ港

ミンダナオ

コンテナ港 
計 

輸入 10,652 14,172 24,804 12,134 21,946 34,080 

輸出 11,803 17,165 28,968 8,796 26,063 34,859 

合計 22,455 31,337 63,772 20,930 48,009 68,939 

単位：TEU 

出所：PHILEXport-10A Shipping Costs and Competitiveness in Northern Mindanao, PIA 

 

3.3.1.2 内部収益率の再計算 

 実施機関から得た回答（インタビュー及び質問状）に基づき、可能な限り審査時前

提と合わせて内部収益率（IRR）の再計算を行った。 

財務的内部収益率（FIRR）の再計算（費用：設計費、工事管理費、用地取得費、建

設工事費、機器購入費・設置費、施設維持管理費、運営費の合計、便益：荷役費及び

入港料、岸壁使用料、埠頭通貨料の合計）の結果、FIRRは 4.74％を得た。なお、審査

時の財務的内部収益率の計算値は 7.05%である。 

 経済的内部収益率（EIRR）の再計算も行った費用：設計費、工事管理費、用地取得

費、建設工事費、機器購入費・設置費、施設維持管理費、運営費の合計、便益：カガ

ヤンデオロ港の沖待ち時間の減少）。ただし、便益であるカガヤンデオロ港の沖待ち時

間の減少とそれによる便益の詳細がデータの制約上入手できなかった。本事業ではカ

ガヤンデオロ港の混雑が緩和されることを目指されているため、同港の現地調査時点

の実際稼働率に対する目標（最適）稼働率（最適稼働率/実際稼働率＝55/68=80.8%、

2009年現地調査時点）がカガヤンデオロ港の便益（すなわち沖待ち時間の減少率）が

当初に比べて発現した水準であると仮定し、それを審査時の経済的収益率（EIRR）に
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乗じて再計算した。その結果、審査時の経済的内部収益率（EIRR）が 17.8％であった

のに対し、再計算では 14.4％を得、若干の減少を見た。 

このように内部収益率がやや減少しているのは、前述（「3.3.1.1. 運用効果指標」）

のごとく、運営業者選定が遅延し、稼働率の目標値達成も遅れたため、結果として、

便益の拡大が遅れたためである。しかし、現在では既述のように受託運営業者の選定

後はミンダナオコンテナターミナルにおける本格稼働が順調になされており、後述の

ように維持管理も問題なく効率よい運営がなされ、収益性の高い国際貨物の比率が拡

大している。 

また、すでに「3.3.1.1. 運用効果指標」の項で述べたようにカガヤンデオロ港の稼

働率は事業実施前の 68% （2009年）と当初の目標稼働率である 50%～60に向けて順

調に推移している。収益性の高い国際貨物の比率が高くなっていることから、今後は

便益（金銭的便益）の向上と FIRR 値の改善が期待される。また、フィリピン港湾庁

（PAA）が管理するカガヤンデオロ港の拡張工事が独自の資金により進められている

ことから、同港における沖待ち時間の減少が急速に進むことが予想され、その結果、

沖待ち時間の減少を便益とする EIRRも改善されていくことが期待される。 

 

3.3.2 定性的効果 

インタビューを実施した実施機関及び海運業者からの回答によれば、本事業で整備

されたミンダナオコンテナターミナルを利用しようとする荷主は増えており、本事業

サイト周辺の物流は活発化している。主な荷主はたとえば、デルモンテ社（食品加工）

やサンミゲール社（食品加工）等の大手製造業者である。その需要にこたえるために、

事務所を移しているフォワーダー（海運輸送業者）の数も増えており、ミンダナオコ

ンテナターミナルの敷地内に事務所を設立しているフォワーダーは 7社（2004年の稼

働開始時）から 19社（2010年）に増加した。さらに、インタビューを実施した 5か

所の海運業者はいずれも今後の更なる需要を見込んで、その事務所の人員及びコンピ

ューター設備などの設備を増強させている。 

また、PIA保有の近接工業団地への外資企業などの進出と用地買収も進んでおり、

同工業団地は敷地の 52％をリース方式を通じて内外の企業に供与している。。例えば、

フィリピン最大の飲料メーカー、サンミゲール社や韓国大手財閥である韓進社、フィ

リピンのシンター社、STEAG発電会社等への用地売却が決定している。今後これらの

外国企業の製品の輸出や部品原材料にかかわる周辺地域の荷動きが活発化することが

みこまれている。 

 

以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 
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3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

ミンダナオ島北部の本事業によるコンテナターミナルが所在する行政区である第

10 行政区の統計によると、この地域の製品別輸出金額が 2009 年は全ての製品で大き

く減少しているものの、それは世界的な景気後退をもたらした世界的な経済危機（通

称「リーマンショック」）の影響である。事実、それ以外の年度では順調な拡大を見

せている。輸出金額が減少した 2009年においても、実際には金額の減少はこの地域が

あまり得意としない産業である機械製造などの工業製品と軽工業品・雑貨の輸出の減

少であり、この地域が強みとする、食品及び鉱業製品むしろ、この時期においても、

全て伸びている。特に鉱業製品が大きく伸びている（表７参照）。現地の荷主組合に対

するインタビュー情報によると、これは「リーマンショック」期間においても高度成

長を続けた中国向けの荷動きが活発であったためである。 

また、フォワーダー（輸送業）のインタビュー及び輸送業者組合へのインタビュー

によると、ミンダナオコンテナターミナルを通じた出荷品に食品及び加工品が着実に

増加している。 

ちなみに、カガヤンデオロ港も本事業のミンダナオコンテナターミナルとの競争を

意識し始め、サービス向上に取り組むようになっており、二つの港湾の並存に伴う補

完と協調が利用者に対するサービスレベルの向上をもたらすという波及的効果も発現

しつつある。 

 

表 7 本事業が所在する第 10行政区輸出金額（製品別） 

分野 2006年 2007年 2008年 2009年 平均増加率
（％） 

食品 135.57 149.5 252 161.3 4.7 

工業製品 389.62 357.67 463.57 245.45 �9.3 

軽工業品・雑貨 1.38 1.76 1.57 1.53 2.7 

鉱業製品 10.69 31.62 125.59 70.13 139 

その他 0.34 1.92 1.97 0.42 5.9 

合計 537.6 542.47 844.71 478.83 �2.7 

単位：100万ドル 

出所：ミンダナオ島統計（2010年） 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

本事業においては用地取得が行われ、96世帯（約 800名）の住民移転が補償付で実

施された。うち、60世帯（約 500名）は近隣に代替地が用意され、移転した。残り 36

世帯（約 300名）は希望に沿って、他地域に移転が行われたが、そのための引越し費

用など必要経費は PIA が負担した。移転時期は 44 世帯が 1999年、36 世帯が 2001 年

に、16世帯が 2002年にそれぞれ移転した。なお、本事業計画時には 1999年中に移転

が完了する予定であった。しかし、近隣地域以外の他地域への移転を希望する世帯も

あって手続きに時間がかかった。ただし、本事業稼動前にはすべての世帯の移転が完
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了しており、本事業に対する影響は生じなかった。現在もこの件に関するトラブルや

稼動を妨げるような問題は起こっていない。 

なお、住民移転計画が当初に比べて変更になったことにより、PIAには移転費用（遠

距離移動を伴う引越し費用などの追加的な費用）にかかわる補償負担が増加したが、

PIAの財務体質を脅かすようなものではなく、軽微なものにとどまっている4。 

また、自然環境への負のインパクトについては、フィリピン環境天然資源省（DENR）

より環境適合証明書（ECC）が本事業に対して 1999年 10月に発出済み(ECC取得には

環境影響評価（EIA）実施が条件)である。実際に、現地調査においても本事業のサイ

ト及びその周辺において環境への負の問題は認められなかった。よって、本事業は自

然環境への負のインパクトをもたらしてはいないと判断される。 

 

以上より、本事業の実施により、インパクトの発現があったと認められる。また、

住民移転や自然環境において負のインパクトをもたらしてはいない。 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

フィリピン政府は「フィリピン中期開発計画 1999－2004」において、港湾運営・維

持管理業務への民間参入を促進する方針を示していた。 

この方針に従い、競争入札を行った結果、フィリピン及び海外の港湾で有数の港湾

維持管理の実績をもつ、大手民間企業である ICTSI社への委託を行っている。 

それまでの間は PIA の人員によるが直営での運営を行った。なお、ICTSI 社に業務

委託を行うに当っては PIAの内部でこの運営維持管理にかかわっていた PIAの人員を

同社に転籍させたため、スムーズな業務の引継ぎが行われ、運営維持管理上の問題は

起こっていない。PIA から ICTSI に転籍したのはコンテナターミナル運営の統括管理

および船舶接岸とそれへのコンテナ荷揚げ・荷降ろし作業にかかわる指令業務を行う

主任管制官 1名と管制官 2名の合計 3名である。この管制官の転籍により、港湾維持

管理能力を十分に有していた ICTSI社に本コンテナターミナル固有の情報・データが

スムーズに引き継がれた。 

なお、ICTSI 社の本ターミナル運営にかかわる人員体制は管制官（PIA から転籍し

た 3名）の他、クレーンオペレーター、構内ロジスティクススタッフ、設備管理スタ

ッフ、事務スタッフ運転手等を合わせて合計 20名であり、計画どおりの体制となって

いる。現在の運営維持管理業務は、ICTSI 社が実施し、その遂行状況の監理は PIA が

行っている。 

なお、現在の人員体制は運営維持管理作業上、問題は見られないが、今後の稼働率

向上次第では、人員体制の増強が必要になる可能性がある。 

 

                                                        
4
 PIAに対するインタビューによる（2009年 8月 16日） 
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

フィリピンで有数の港湾維持管理の実績をもつ ICTSI社に実際の運営維持管理を委

託しており、運営維持管理の技術的な問題はない。また、維持管理技術向上のための

トレーニングを行っており、その研修メニュー及び頻度等は以下のとおりである。な

お、本事業の維持管理に対するトレーニングは、国内の港湾施設分野の研修専門会社

や政府機関（フィリピン沿岸警備隊）によって行われている。 

 

表 8 本事業担当人員に対する研修メニュー 

目的 頻度 

ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 年 1回 

電気管理 年 1回 

海洋汚染防止 年 1回 

建設安全技術 年 1回 

            出所：PIA 

 

稼動開始から現在までに深刻な設備の故障やトラブルは発生していない。船積み、

船舶の接岸の際にブロックやフェンダーが破損したことがあるものの、港湾機能には

全く、影響せず、早急に修理されているなど、維持管理運営の技術が設備の不稼働で

生かされないという事態は生じていないことが確認された。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

PIA の 2008 年度、2009 年度の決算書（損益計算書）を確認したところ、いずれの

年度においても利益が出ており、維持管理における財務的な問題は現時点では認めら

れない。 

なお、PIA の 2008 年、2009 年の予算年度の利益額及びキャッシュフローはそれぞ

れ、税引後利益 2.7百万ペソ、キャッシュフロー129百万ペソ（2008年度）、税引後利

益 21百万ペソ、キャッシュフロー150百万ペソ（2009年度）であり、財務状況は健全

であり、維持管理に問題を起こすことは考えられない。ただし、本事業では、事業費

が転貨されているため、据え置き期間終了後は、返済義務が生じる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業によって建設されたコンテナターミナルにおける貨物の処理効率はフィリピ

ンの主要港湾と比較した場合、最高水準にある。例えば、受託運営維持管理業者であ

る ICSTI社によれば、コンテナ処理能力は一時間あたり、1クレーンあたり、27コン

テナ（一時間当たり）のコンテナを処理することが可能であり、これはクレーンあた

りの処理能力の最高に近い水準であるという回答を得た5。 

                                                        
5
 ミンダナオコンテナターミナルの運営を完成する ICTSIの主任管制官へのインタビューおよび
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なお、カガヤンデオロ港やセブ港の処理能力は 1時間当たり 10コンテナ、混雑度が

高いマニラ港は同 7 コンテナ（1 時間当たり）にすぎない。本事業の処理能力の高さ

が際立っている6。 

資機材の修理状況については、これまでにバースのフェンダー1 機が運搬作業中に

破損し、コンテヤードのブロックも同様な作業中に破損した。しかし、いずれも軽微

で速やかな修復が行われ、港湾そのものの機能にはなんら影響を及ぼしていない。現

地調査時には既に修復された状態になっていたことが確認された。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 

 

4.1 結論 

本事業の実施はフィリピン共和国政府の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は非常に高い。効率性も当初の建設スケジュールを短縮

させて計画月数を大きく下回って完成しており、非常に高い。ただし、有効性につい

ては定性的効果については十分にその効果が認められるものの、世界的な経済危機の

影響を受けて、運用効果指標の達成目標年次において遅延が認められ、その影響を受

けて、再計算された内部収益率（IRR 値）も若干低くなった。そのため、総合すると

有効性は中程度であると判断されるが、その要因は外生的なものであり、やむをえな

いと判断される。本事業の維持管理については体制、技術、財務状況ともに問題なく、

本事業によって発現した効果の持続性は非常に高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

現状では運営維持管理により、収益性の高い国際貨物獲得等は順調に進んでいるが、

それは概して、現在、港湾運営を受託している事業者の力に依存するところが大きい。

他方、世界経済の変動は今後も予想され、同ターミナルにとって、今後も国際貨物の

取扱量が必ずしも順調に推移するとは限らない。 

したがって、今後は委託運営業者の努力のみならず、本事業の実施機関である PIA

自体も国際貨物を多く持つ荷主のニーズをきめ細かく把握し、国際貨物獲得への一層

の営業活動の充実がはかることが重要である。具体的には既述のとおり、本事業の施

                                                                                                                                                                   
Confederation of Philippine Exporters Foundation Region 10 Charter, Incへのインタビュー（2010年 8月

16日）による 
6
 同上 
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設の活用が進みつつある以下の二種類の荷主への営業活動の強化である。 

①地域の競争力ある製品である果物類等の輸出食品加工業者の輸出のための営業活動 

②PIA が保有する本事業隣接の工業団地に輸出加工型（原材料・部品を輸入し、加工

した製品を輸出するパターンの加工業）の外資企業を誘致するための営業活動 

 

4.2.2 JICAへの提言 

 特になし 

 

4.3 教訓 

(1) 外部運営業者への事業運営委託 

本事業では、実施機関が必ずしも、港湾運営のノウハウを有しているわけではなか

ったため、事業完成後の運営に関して、当初の予定どおり港湾運営の経験を有する業

者に運営業務を委託した。これは、フィリピン政府が「フィリピン中期開発計画 1999

－2004」において港湾運営・維持管理業務への民間参入を促進する方針を示していた

ことに沿ったものである。 

但し、運営維持管理業者選定のための入札に時間を要してしまい業務委託が実施さ

れたのは完成後 4年目であったため、審査時の効果発現目標年よりは遅延した。しか

し、その後は、同業者のマーケティング能力やネットワークを十分に活用した結果、

本事業にかかる需要の獲得が軌道に乗った。また、今後の持続的発展に必要な財務体

質強化等につながる収益性の高い国際貨物の獲得も順調に拡大すると見込まれている。 

このように、収益性が比較的高い事業では、実施機関が運営管理部分について、外

部の機関や企業を積極的に活用し、実施機関の能力の補完を行うことは、事業効果を

向上させる上で有益である。 

 

(2) 能力ある外部運営業者を入札参加させるための働きかけ 

本事業では能力のある事業運営者を選定する過程で、運営に当って十分な能力を有

すると認められる受託運営業者の応札がなく、入札を 2度やり直しているなど、時間

がかかり、本事業の効果発現を減殺させてしまった。 

この大きな要因は、実施機関側が国際的な荷動き（輸出・輸入）の経験において世

界的な水準にある港湾運営業者にはどのような企業があり、どのような入札条件が望

ましいのかについて十分な知見を有しておらず、受託運営業者の選定プロセスにおい

て、多くの企業が入札に関心を持つような条件付けや積極的な情報発信が十分ではな

かったためである。 

よって、今後、事業効果を向上するために運営・維持管理業務を外部委託する際に

は、運営業者の質を担保すべく、入札実施前の十分な業界研究を通じて、どのような

業者が存在し、どういった条件付けが業者にとって望ましいのかについて把握してお

くべきである。 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ 

 

 

 

 

・土木工事： 

コンテナバース 

（１バース、300メートルの建設）
 

コンテナヤード 

（70,000平方メートルの建設） 

 

想定処理能力 250,000 TEU 

（将来拡張能力最大 500,000TEU）
 

・付属設備の建設 

 

・主要資機材調達： 

 ガントリークレーン（2基） 

 ヤードクレーン（4基） 

 

・コンサルティング・サービス 

外国コンサルタント 

（13M/M）
ローカルコンサルタント 

（5M/M）

 

・土木工事： 

変更なし 

 

 

変更なし 

 

 

変更なし  

（将来拡張最大能力500,000TEU）
 

・変更なし 

 

・変更なし 

 

 

 

・コンサルティング・サービス 

  外国コンサルタント 

（18.8M/M）
ローカルコンサルタント  

（5.5M/M）

②期間  

 

2000年 4月～2004年 9月 

（54ヶ月）
2000年4月～2004年3月  

（48ヶ月）

③事業費  

  

  

総事業費：9,729百万円 

うち円借款分 6,266百万円 

外貨：4,861百万円 

内貨：4,869百万円 

内貨：1,623百万ペソ 

 

１ペソ＝3円（1999年 8月） 

 

総事業費：9,147百万円（計画比 94.0％）

うち円借款分 6,265百万円 

外貨：6,271百万円 

内貨：2,876百万円 

内貨：1,245百万ペソ 

 

１ペソ＝2.31円 

（2000年4月～2004年3月平均）

 

 

 



正誤表 

 

頁 修正前 修正後 

6頁 

26行目 

コンサルティング・サービスの

M/M増大は、2004年の事業ス

コープ変更の合意の時点で、事

業終了時期が 2005年 6月から

2006年12月に延長されたこと

による事業期間の延長に伴う

ものであり、 

コンサルティング・サービスの M/M 増大は、

STPから 7つの STFへの計画変更（2005年 6

月追加合意）、および STF 完成の遅れに伴う

STF及び ECPC・インフラ整備の監督業務の６

カ月延長（2006年 12月追加合意）によるもの

であり、 

11頁 

13行目 

同じく表 6 同じく表 4 

17頁 

7行目 

これは、本事業の森林管理のた

めの植林・アグロフォレストリ

事業と類似したものであり、本

事業の経験を踏まえたものと

いえる。 

ただし、上記は、本事業とは

異なり、STFや水供給などの上

下水道分野を含んでおらず、森

林管理事業に限定されている。

この事業は、当初 2003年に計画され 2006年及

び 2009 年に計画が修正されたもので、本事業

の森林管理のための植林・アグロフォレストリ

事業と類似したものである。また、より最近の

アジア開発銀行（地球環境ファシリティ）の「包

括的沿岸資源管理事業」や世銀（地球環境ファ

シリティ）の「天然資源管理事業」等の DENR

事業も、本事業の包括的生態系管理の経験を踏

まえたものといえる。 

ただし、上記は、本事業とは異なり、STFや

水供給などの上下水道分野を含んでおらず、森

林・天然資源管理事業に限定されている。 

22頁 

5行目 

そのため、2008年以来、DENR

が対象地域（第 12 地域）の森

林管理のための「持続基金」を

計上しており、毎年およそ 3百

万ペソを支出しているとされ

るが、現地 DENR による見積

必要予算額（約 9百万ペソ）の

3分の 1程度である。 

2008 年以来、DENR は対象地域（第 11 及び

12地域）の森林管理のための「持続基金」を計

上し、毎年およそ 3百万ペソを支出していると

されるが、これは主として POの活動のモニタ

リングと技術支援のために使われており、PO

による植林活動継続のための見積必要金額（約

9 百万ペソ）は必ずしも補填されておらず不足

している。 

56頁 

10行目 

事業実施前の 事業実施後の 

59頁 

下から

7行目 

転貨 転貸 
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Third Party Opinions on 

 

“Mindanao Container Terminal Project”(MCTP) 

 

Dr. Marife M. Ballesteros, Research Fellow 

Philippine Institute of Development Studies 

 

The Project is highly relevant to the Philippines, which urgently needs to improve its 

presence in the globalized trade regime. In the past two decades, the growth of global 

trade has consistently outpaced the growth of world GDP and the acceleration of trade 

growth has been happening primarily in archipelagic Southeast Asia. In particular, the 

Island of Mindanao is directly covered by the Eastern ASEAN Growth Triangle. The 

improvement of the Mindanao Port is one of the flagship projects for the development of 

Mindanao and is consistent with the national government development program to 

provide logistic services that is at par with the more developed countries for the country 

to be globally competitive. The focus on improving the Container Terminal is also timely 

considering the increasing share of containerized cargoes in intra-ASEAN trade.  

The Mindanao Container Terminal (MCT) has improved shipping services in Northern 

Mindanao to other regions particularly with the increased operation of MCT in the last 

two years. A notable effect is the increase in export volume, since historically 

containerized cargo export has been limited for the Philippines. The competition provided 

by the Project also has a positive impact since it has pressed the Cagayan de Oro Port to 

improve its services. The shipping operation of the MCT at this time is perking up and the 

MCT operator (MTCSI) is bullish of possible expansion in the future. This positive 

outlook should be supported by demand projections and the ability of MCTSI to maintain 

sufficient cargo to sustain regular operations. 

 




